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①広告主名 

株式会社世界思想社教学社 

 

②著作物等のジャンル 

言語・写真の著作物 

 

③著作物等の概要 

大学入試問題に使用された英文および和文および写真 

 

④連絡先 

 社名 株式会社世界思想社教学社         担当者名 編集部ライツ管理担当 石井 

住所 〒606-0031 京都市左京区岩倉南桑原町56 

 TEL 075-721-6535               FAX 075-712-2550 

 E-mail chosaku@ss-kg.jp 

 

⑤詳細 

 

弊社では、大学入試シリーズ（通称：赤本）や，過去の大学入試問題を扱った入試問題集を刊行するにあたり、

入試問題に使用された著作物の著作権者に許諾を得て掲載を行っております。しかし、最大限の調査を行いまし

ても著作権者の方の連絡先が判明しない場合があり、そのような場合には情報提供を求めております。 

つきましては、別紙に掲載しました大学入試問題について、著作権者、著作権継承者、または著作権者の連絡

先に関する情報をお持ちの方は、上記連絡先までご連絡くださいますようお願いいたします。 

 

 

なお、別紙「著作物一覧」のうち、18・36・51の詳細情報は以下の通りです。 

 

18． 東京大学の英語入試問題に使用されたシェイクスピア『ジュリアス・シーザー』の翻訳文について、

翻訳者に関する情報を捜しております。 

 

36．『Concepts in Physics 3rd Edition』（1980年、Harcourt College Publishers）の著者であるFranklin 

Miller氏の連絡先に関する情報を捜しております。 

 

51．『Strategic Reading Level 2 Student's Book』（2012年、Cambridge University Press）pp.15-16

に掲載された「Reading 2: Random Acts of Kindness, Unit 2: Helping Others」にクレジットされた

「http://www.globalideasbank.org.」の連絡先に関する情報を捜しております。 
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【著作物一覧】

大学入試問題に出題された，以下の英文および和文の著作権者，著作権継承者に関する情報を求めています。

番号 大学名 年度 実施日 種類 科目 大問 タイトル 著作者等 書き出し（または概要）
著作物

の
ジャンル

1 東京大学 2013 2013/02/25 前期日程 英語 2(A) （不明） （不明） 写真（椅子に座る男性と，立って向こうを指さ
す女性）

写真

2 東京大学 2013 2013/02/25 前期日程 英語 3(A) （不明） （不明） When did the concept of "home" become 英文

3 東京大学 2013 2013/02/25 前期日程 英語 3(B) （不明） （不明） Committee Chair: Good adternoon, members 英文

4 東京大学 2013 2013/02/25 前期日程 英語 3(C) （不明） （不明） Chair: Now I'd like to open the discussion 英文

5 東京大学 2014 2014/02/25 前期日程 英語 2(A) （不明） （不明） 写真（男性，女性，犬，自動販売機） 写真

6 東京大学 2014 2014/02/25 前期日程 英語 3(A) （不明） （不明） Why do we go to zoos? 英文

7 東京大学 2014 2014/02/25 前期日程 英語 3(B) （不明） （不明） Host: The news that the next world's 英文

8 東京大学 2014 2014/02/25 前期日程 英語 3(C) （不明） （不明） Ashley: Victor, did you see the Weekly 英文

9 東京大学 2015 2015/02/25 前期日程 英語 3(A) （不明） （不明） A new telescope, which will be 英文

10 東京大学 2015 2015/02/25 前期日程 英語 3(B) （不明） （不明） Jodi: Hi Shawn! 英文

11 東京大学 2016 2016/02/25 前期日程 英語 2(A) （不明） （不明） 写真（猫をつまむような手） 写真

12 東京大学 2016 2016/02/25 前期日程 英語 3(A) （不明） （不明） Welcome to Art in Focus, our weekly 英文

13 東京大学 2016 2016/02/25 前期日程 英語 3(B) （不明） （不明） A(Moderator) : I'm joined here in the studio 
by two

英文

14 東京大学 2017 2017/02/25 前期日程 英語 1(A) （不明） （不明） According to one widely held 英文

15 東京大学 2017 2017/02/25 前期日程 英語 2(B) （不明） （不明） Dear Jun, You will not remember me. 英文

16 東京大学 2017 2017/02/25 前期日程 英語 3(A) （不明） （不明） As human beings, we like 英文

17 東京大学 2017 2017/02/25 前期日程 英語 3(B) （不明） （不明） Alex: How was the computer club today 英文

18 東京大学 2018 2018/02/26 前期日程 英語 2(A) ジュリアス・シーザー （翻訳者不明） キャシアス どうだ、ブルータス、きみは自分の
顔が

和文

19 東京大学 2018 2018/02/26 前期日程 英語 2(B) （不明） （不明） 「現在の行動にばかりかまけていては、 和文

20 東京大学 2018 2018/02/26 前期日程 英語 3(A) （不明） （不明） Interviewer: Welcome to another edition 英文

21 東京大学 2018 2018/02/26 前期日程 英語 3(B) （不明） （不明） Interviewer: Thank you, Dr. Gisemba. 英文

22 東京大学 2018 2018/02/26 前期日程 英語 3(C) （不明） （不明） For centuries, sailors have told 英文

23 東京大学 2019 2019/02/25 前期日程 英語 2(B) （不明） （不明） 世界中でプラスチック 和文

24 京都大学 2013 2013/02/25 前期日程 英語 3-1 （不明） （不明） 今日，睡眠不足は見過ごせない問題 和文

25 京都大学 2013 2013/02/25 前期日程 英語 3-2 （不明） （不明） 南半球を旅行していた時に，見慣れない
星々

和文

26 京都大学 2014 2014/02/25 前期日程 英語 3-1 （不明） （不明） 近年，電子書籍の 和文

27 京都大学 2014 2014/02/25 前期日程 英語 3-2 （不明） （不明） きのう通勤帰りの満員電車で 和文

28 京都大学 2015 2015/02/25 前期日程 英語 3-1 （不明） （不明） 花子：昨日の夕刊見た？ 和文

29 京都大学 2015 2015/02/25 前期日程 英語 3-2 （不明） （不明） 世界には文字を持たない言語がたくさんある 和文

30 京都大学 2016 2016/02/25 前期日程 英語 3 （不明） （不明） パンは手軽に食べることのできる 和文

31 京都大学 2017 2017/02/25 前期日程 英語 3 （不明） （不明） 生兵法は大怪我のもとというが、 和文

32 京都大学 2018 2018/02/25 前期日程 英語 2 （不明） （不明） Regardless of whether asteroids and 英文

33 京都大学 2018 2018/02/25 前期日程 英語 3 （不明） （不明） 海外からの観光客に 和文

34 京都大学 2018 2018/02/25 前期日程 英語 4 （不明） （不明） TEACHER: Please sit down. 英文

35 京都大学 2019 2019/02/25 前期日程 英語 3 （不明） （不明） 「マイノリティ」という 和文

36 気象大学校 2019 2018/10/28 2018年度（気象）第1次試験 学科試験
〈記述式〉

英語 1B Concepts in Physics 3rd 
Edition

Franklin Miller One gram of water in the form 英文

37 神奈川大学 2018 2017/12/23 給費生試験 英語 4 （不明） （不明） A team of scientists in 英文

38 関西大学 2019 2019/02/01
文、政策創造〈3教科型・2教科型（英語
外部試験利用方式）／総合情報〈2教科
選択型〉

英語 1-B （不明） （不明） The World is better today, 英文

39 関西大学 2019 2019/02/04 法、商〈3教科型〉/総合情報〈3教科型・2
教科型(英数方式）〉

英語 1-B （不明） （不明） Sometime early in this century, 英文

40 関西大学 2019 2019/02/03 外国語・人間健康〈3教科型〉 英語 1-B （不明） （不明） The endings of romantic movies 英文

41 関西大学 2019 2019/02/06 社会・外国語・人間健康・社会安全〈3教
科型〉

英語 1-B （不明） （不明） An Australian nurse who spent 英文

42 関西大学 2019 2019/02/02 システム理工・環境都市工・化学生命工
〈3教科型〉

英語 1-B （不明） （不明） A. Foreign residents of Japan 英文

43 関西大学 2019 2019/02/05 システム理工・環境都市工・化学生命工
〈3教科型（理科設問選択方式）〉

英語 1-B （不明） （不明） A. For much of modern history, 英文

44 関西大学 2019 2019/02/07 全学部日程・センター利用入試－中期 英語 1-B （不明） （不明） A. In 2018 the baby-boomer 英文

45 近畿大学 2019 2018/11/18 推薦入試 英語 7 （不明） （不明） "Get lots of sunshine, eat read meat, 英文

46 近畿大学 2019 2018/12/02 推薦入試 英語 2 （不明） （不明） The Milky Way has more than 200 英文

47 近畿大学 2019 2018/12/02 推薦入試 英語 7 （不明） （不明） Everything that humans hear is in the form 英文

48 龍谷大学 2017 2016/11/27 公募推薦入学試験2教科型 英語 2 （不明） （不明） The cat is the most 英文

49 龍谷大学 2018 2017/11/26 公募推薦入学試験 2教科型 英語 1 （不明） （不明） Until recorded music and radio 英文



50 龍谷大学 2018 2017/11/26 公募推薦入学試験 2教科型 英語 2 （不明） （不明） A snowstorm was coming; the 英文

51 龍谷大学 2019 2018/11/25 公募推薦入学試験 2教科型 英語 2
Reading 2: Random Acts of 
Kindness, Unit 2: Helping 
Others

www.
globalideasbank.
org

On a cold winter day in San Francisco, 英文

連絡先：

株式会社 世界思想社教学社

編集部　ライツ管理担当

〒606-0031

京都市左京区岩倉南桑原町56

電話番号：075-721-6535

E-mail:chosaku@ss-kg.jp

電話受付時間　9:00～17:30（月曜～金曜）


